
後援 東近江市教育委員会 近江八幡市教育委員会
日野町教育委員会 竜王町教育委員会 愛荘町教育委員会

人生100年の時代を共に健やかにしなやかに。

「共に」、「健やかに」、「しなやかに」をキーワードとして、大学の
『知』を「公開講義（聴講生）」「公開講座」として公開します。
この機会を新たな知識や情報、人との出会いの場として活用いただければ

幸いです。

Q「公開講義（聴講生）」ってなに？

A 大学および短期大学部で開講している授業科目を提供することにより社会人や市民の方々の知的好
奇心に応えていこうとするものです。授業は、1回あたり90分、半年間で15回（科目により30回）、学
生と一緒に受講します。

び わ こ 学 院 大 学 ・ び わ こ 学 院 大 学 短 期 大 学 部

公開講義・公開講座のご案内

Q「公開講座」ってなに？
A 本学の教員が有する先端的な知や、それに基づく様々なテーマに関わる議論を、広く地域の
方々に講義や実技をとおしてお届けすることを目的として実施するものです。



科目系統 科目名 単位数 曜日・講時 科目概要

教養 滋賀の環境 2 火・1（9:00～）

上記QRコードか
ら各科目の講義
内容等を確認い
ただくことがで
きます。

教養 物理学入門 2 火・1（9:00～）

教養 宗教学 2 月・2（10:40～）

教養 人権教育 2 火・4（14:40～）

教養 生活科学入門 2 火・1（9:00～）

教養 微生物学 2 水・2（10:40～）

教養 現代基礎教養（数学） 2 木・1（9:00～）

実務 ファイナンシャル実務総論 4 金・3/4（13:00～）

教育 子どもの心理 2 火・3（13:00～）

教育 子ども教育学概論 2 木・2（10:40～）

教育 教育行政・制度論 2 火・2（10:40～）

教育 教育方法・技術論 2 金・3（13:00～）

教育 生徒・進路指導論（初等） 2 金・4（14:40～）

教育 特別支援教育総論 2 月・4（14:40～）

教育 特別支援保育論 2 木・5（16:20～）

教育 インクルージョン教育論 2 木・1（9:00～）

教育 食育論（食品学を含む） 2 金・4（14:40～）

保健衛生 子どもの保健 2 火・1（9:00～）

保健衛生 衛生学・公衆衛生学 2 木・4（14:40～）

保健衛生 学校保健論 2 金・2（10:40～）

保健衛生 健康相談論 2 木・2（10:40～）

保健衛生 解剖生理学 2 木・1（9:00～）

保健衛生 精神保健学 2 火・5（16:20～）

保健衛生 救急医学論 2 金・3（13:00～）

福祉 生活と福祉 2 月・2（10:40～）

福祉 社会福祉援助技術論Ⅰ 2 火・2（10:40～）

福祉 子ども福祉学概論 2 月・3（13:00～）

スポーツ-運動 スポーツトレーニング論 2 金・4（14:40～）

スポーツ-運動 スポーツ心理学 2 火・Ⅰ（9:00～）

スポーツ-運動 スポーツバイオメカニクス 2 金・2（10:40～）

公開講義（聴講生）開講科目
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「曜日・校時」は都合により変更になる場合がありますので予めご了承ください。



公開講座案内

タイトル 「今に通じる益軒の養生訓」
月日／時間 10月19日（土）10時から11時
受講料 1,000円
受講定員 30名（受講者が3名以下の場合閉講）
講座内容 人生百年時代を迎えたとはいえ、健康で長生きしたいも

のです。
本講座では、貝原益軒の『養生訓』をとりあげます。江

戸時代の著作ですが現代においても通用する健康のヒント
がたくさんあります。

榎本恵理 准教授
短期大学部ライフデザイン学科

タイトル 「ちょっと待った！その手当で大丈夫？
～子どもから大人までのファーストエイド入門講座～」

月日/時間 10月12日（土）13時30分から15時
受講料 1,000円
受講定員 30名（受講者が3名以下の場合閉講）
講座内容 急な病気やけがをした人を助けるためにとる最初の行動

をファーストエイドといいます。ファーストエイドにより
命を守り、苦痛を和らげ、それ以上の悪化を防ぐことが期
待できます。

特別な資格を持たない市民でも比較的安全に実施するこ
とができるファーストエイドを学びましょう。

岩崎信子 教授
教育福祉学部子ども学科

【対象】
若者からご高齢の方まで

【対象】
子育て・孫育て世代の方

タイトル 「幼児期の子どものことばの育ちと関わり方」
月日/時間 10月27日（日）10時から11時
受講料 1,000円
受講定員 30名（受講者が3名以下の場合閉講）
講座内容 子どもがことばを話せるようになることで、生活にどの

ような変化が生まれてくるのかを知り、子どものことばの
育ちに応じてどのような関わり方をするのが良いのかを考
える。あわせて、子どものことばの育ちに関わる不安や心
配についても考えてみる。

後藤真吾 講師
教育福祉学部スポーツ教育学科

タイトル 「親子でたのしくできる科学実験」
月日/時間 8月24日（土）10時から12時
受講料 無料 ※但し「材料費」「保険代」として要500円
受講定員 20組（受講者が3組以下の場合閉講）
講座内容 「科学実験は好きだけれど、家ではなかなかできない」と

思っている大人や子どもたちに、ちょっとした工夫やアイ
デアでたのしくできる実験を紹介します。

例えば、「水」に関わる実験では、「振れば色が変わる
水」、「つかめる水」、「やせる水」などこれまでの概念
を覆すような実験を体験してもらいます。ほかにも「手作
りモーター」にも挑戦してもらいます。

箱家勝規 准教授
教育福祉学部子ども学科

【対象】
小学生（高学年）親子

祐末ひとみ 講師
教育福祉学部スポーツ教育学科

川口諒 助教
教育福祉学部スポーツ教育学科
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タイトル 「びわこ学院こども大学～スポーツ科学にふれてみよう～」
月日/時間 10月6日（日）9時45分から15時15分
受講料 無料 ※但し「材料費」「保険代」として要500円
受講定員 低学年・中学年各20名（受講者が3名以下の場合閉講）
講座内容 小学校低学年・中学年の児童を対象として、運動が苦手

な子でも楽しめるようなプログラムを実施します。本講座
はボール遊びと体力測定の2つのプログラムに分かれていま
す。この中で、体の動かし方や自分の体力について科学的
に学んでいくことを目的としています。また、昼休憩では
野外炊飯を実施し、自分たちで昼食を作って食べる予定で
す。

【対象】
小学生（低・中学年）

ライフデザイン学科健康福祉コース創設（2020年4月）記念講座

【対象】
子育て・孫育て世代の方



募集要項

公
開
講
義
（
聴
講
生
）

出願資格 本要項２頁に示す開講科目を履修しようとする者で、次に掲げる各号のいずれかに該当する者。

(1) 高等学校を卒業した者。

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者。(通常の課程以外の課程により、これに該当

する学校教育を修了した者を含む) 

(3) 学校教育法施行規則第69条に定める高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めら

れた者

(4) その他、本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者。

募集定員 各科目若干名

出願期間 2019年8月1日(木) ～ 8月16日(金) 【必着】 窓口は、午前9時から午後5時まで

出願方法 ①出願書類の入手。大学ホームページからダウンロードまたは大学に請求（無料）。

②出願書類に必要事項を記入、申請料を納入後、郵送または持込により上記期間内に提出してく

ださい。

申請料 5,000円 （注意）申請料は下記『その他②』事項を除き、返還はいたしません。

上記出願期間内に、金融機関からの振込みまたは大学窓口への持込による納入も可能です。

金融機関備え付けの振込用紙に次の事項を記入の上、納入してください。

（振込先口座）湖東信用金庫 本店 普通預金 №340186 （受取人）学校法人滋賀学園 理事

長 森 美和子 （ガッコウホウジンシガガクエン リジチョウ モリ ミワコ）（振込依頼

人）振込依頼人の前に必ず「KR」をつけてください。例：KR ｼｶﾞ ﾓﾓｺ

選考 書類選考を行います。また、応募者多数の場合は面接試験を行うことがあります。

9月2日（月）を目途に選考結果を通知します。

受講登録

手続き

選考の結果、合格された方に「手続き案内」を上記選考結果に同封します。案内に従って受講の

ための手続きをすすめていただきます。

履修料 1単位（開講科目一覧の科目名右の値が単位数）6,000円（注意）履修料は下記「その他②事項」

を除き、返還いたしません。

その他 ①都合により、時間割変更・休講となる科目がありますのでご了承ください。②授業期間開始後

であっても、事情により科目を「閉講」する場合があります。この場合、履修料は返却させてい

ただきます。また、当該科目の閉講により、受講される科目数がゼロとなる場合には、申請料も

返却させていただきます。③通学に自動車やバイクを利用される場合、届け出をし、許可を受け

ることが必要です。履修登録時に願い出てください。（自動車で通う場合、駐車料金（年間

¥5,000）が必要です。）④受講態度等が芳しくなく、授業の妨げになると大学が判断した場合、

受講を中止していただくことがあります。⑤その他、学内外における立ち振る舞い、言動等につ

いては本学学生を対象として制定している規程、ルール等を準用します。

公
開
講
座

出願資格 特に条件とする資格はありません。

募集定員 前ページ公開講座案内のそれぞれの講座に記載。
（注意）受講申込みが最低催行人員に満たない場合、その講座は未開講とします。

申込期間 2019年8月1日(木) ～ 8月16日(金)

出願方法 大学ホームページからの申込みになります。インターネットの利用がご不便な方につきましては、
下記問い合わせ先にて電話による対応をさせていただきます。

選考 選考は行いませんが、申込みが定員を超えた場合は抽選により受講者を決定します。

受講登録

手続き

9月2日（月）を（「親子でたのしくできる科学実験」は8月20日）目途に「受講者証」「受講料納
付書」を大学から送付します。9月末日までに、郵便局またはコンビニで受講料を納入（「親子で
たのしくできる科学実験」は当日持参）ください。

受講料 1,000円（注意）児童、生徒を対象とする講座については無料とする場合があります。また、講座
により、材料費、保険代等を実費負担いただく場合があります。

公開講義（聴講生）・公開講座に関するお問い合わせは・・・びわこ学院大学外部連携研究支援課
電話 0748（35）0005 FAX 0748（23）7202 メール ex-link@newton.ac.jp
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